
湘南ヴィレッジ

店内ご利用でお食事をご注文されたお客様

ドリンクメニューワンサイズアップ
※オーダー時にご提示ください。

DEAN & DELUCA CAFE 〈カフェ〉 Tel.86-75861F

1,000円（税込）以上のお食事をされたお客様

ドリンクバー290円（税抜）→100円（税抜）
※オーダー時にご提示ください。　※他のサービスとの併用不可

バケット 〈ベーカリー・洋食〉 Tel.38-16384F

お食事をされたお客様 5％OFF
※会計時にご提示ください。

うちの食堂 〈和食〉 Tel.36-88224F

お食事をされたお客様 

杏仁豆腐プレゼント
※オーダー時にご提示ください。　※チケット1枚につき1個

西安餃子 〈中華料理〉 Tel.86-74614F

ドリンクバー無料サービス
※受付時にご提示ください。　※1グループ様利用可能

串家物語 〈串揚げビュッフェ〉 Tel.38-24414F
お料理またはデザートをご注文のお客様

コーヒーor紅茶orレモネード
1杯サービス（ホット・アイスが選べます）
※オーダー時にご提示ください。

ラケル 〈オムライス〉 Tel.38-16054F

定食をご注文のお客様 ソフトドリンク1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。

とんかつ新宿さぼてん 〈とんかつ〉 Tel.86-74604F
平日限定
サービス

マルゲリータ　キッチン 〈ピッツァ＆グリル料理〉 Tel.52-66274F
17：00以降ディナータイムにお食事をされたお客様

スパークリングワイン・ワイン・コーヒー・
紅茶・オレンジジュース・アップルジュース
いずれか1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。　※お1人様毎に料理ワンオーダーをお願いしております。

平日限定
サービス

お食事をされたお客様10%ＯＦＦ
※割引上限3,000円まで　※会計時にご提示ください。

ALOHA TABLE 〈ハワイアンレストラン〉 Tel.86-79854F

お食事をされたお客様 5％OFF
※ご案内時と会計時にご提示ください。

こだわりの味とくつろぎ 匠がってん寿司Prime 〈回転寿司〉 Tel.86-74124F

※オーダー時にご提示ください。

QBハウス 〈ヘアサロン〉 Tel.0120-585-9191F
当店ご利用のお客様 ノベルティプレゼント

背・首・肩のオイルマッサージ半額
※完全予約制のためご来店前にお電話でお申込みください。　※来店時にご提示ください。
※予約制ですので、ご予約が空いている時間のみご案内可能です。

エステティック ミス・パリ 〈エステティック〉 Tel.38-21872F
平日限定
サービス

男のエステ ダンディハウス 〈エステティック〉 Tel.38-21862F
背・首・肩のオイルマッサージ半額
※完全予約制のためご来店前にお電話でお申込みください。　※来店時にご提示ください。
※予約制ですので、ご予約が空いている時間のみご案内可能です。

平日限定
サービス

有機ゲルマニウム温浴20分
通常￥1,500（税込）→500円（税込）
※会計時にご提示ください。

Bodies 〈フィットネス〉 Tel.38-31164F

※来店時にご提示ください。　※数量限定

ジェイコムショップ 〈ケーブルテレビ局〉 Tel.0120-999-0002F
ご来店時に簡単なアンケートにお答えいただくと

「ざっくぅ」グッズプレゼント

※会計時にご提示ください。

エースコンタクト 〈コンタクト〉 Tel.86-73773F
店内商品 通常価格より 5%OFF

※会計時にご提示ください

H.I.S. 〈旅行〉 Tel.38-31413F
旅行成約で粗品プレゼント

最初の30分お子様1名 

600円（税込）→特別優待料金 400円（税込）
※ご入場お会計時にご提示ください。　
※安全管理のため原則お子様3名様に対し、保護者様は最低1名以上の入場が必要となります。
※保護者様にも施設利用料がかかります。
※チケット1枚につきお一人様のみ

ボーネルンドあそびのせかい 〈親子の室内あそび場〉 Tel.86-73213F

湘南ヴィレッジ

店内ご利用でお食事をご注文されたお客様

ドリンクメニューワンサイズアップ
※オーダー時にご提示ください。

DEAN & DELUCA CAFE 〈カフェ〉 Tel.86-75861F

レギュラーシングルサイズ 40円引き
※他のサービスや割引との併用はできません。　※会計時にご提示ください。

サーティワン アイスクリーム 〈アイスクリーム〉 Tel.38-18351F

鵠沼しみず 〈和菓子〉 Tel.86-77101F

オリジナルソフトクリーム
400円（税抜）→350円（税抜）
※オーダー時にご提示ください。

ジュース1点 80円引き
※オーダー・会計時にご提示ください。
※セール品やその他の値引きとの併用はできません。

果汁工房 果琳 〈ジュースバー〉 Tel.86-71371F

お食事またはテイクアウトをされたお客様 

アップルパイプレゼント
※オーダー時にご提示ください（一人につき一枚一回まで）。

マクドナルド 〈ファーストフード 〉 Tel.38-18651F

9:00～20:00の間、540円（税込）以上
〈イートインでのご利用は550円（税込）以上〉お買い上げの方対象、
パンをお買い上げまたはカフェでパンをお召し上がりのお客様

コーヒーor紅茶1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。　※ミニワンコーナの商品は対象外です。

ドンク・ミニワン 〈ベーカリー・カフェ〉 Tel.86-71811F

パンケーキをご注文のお客様 

ドリンクプレゼント〈コーヒー・紅茶・オレンジジュース・
アップルジュース・グレープフルーツジュース〉
※オーダー時にご提示ください。　※1品につき1枚ご利用可　※他割引サービスとの併用不可

j.s. pancake cafe 〈パンケーキカフェ〉 Tel.38-21472F

ソフトクリームお買上げのお客様

湘南大漁焼1個プレゼント
※オーダー時にご提示ください。

KUGENUMA SHIMIZU 〈和スイーツ〉 Tel.86-73373F

ラーメン一杯お買い上げのお客様

ミニドリンク1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。　※生ビールは除きます。

湘南 野の実 〈ラーメン〉 Tel.86-73103F

クレープ1品30円引き
※オーダー時にご提示ください。　※その他サービスとの併用不可

プレンティーズ クレープ 〈クレープ・アイスクリーム〉 Tel.86-73313F

丼をご注文されたお客様 
ソフトドリンク1杯またはしらすパン1個サービス
※オーダー時にご提示ください。

しらす問屋 とびっちょ 〈しらす料理〉 Tel.38-31883F
お食事をされたお客様

ドリンク1杯サービス
※会計時にご提示ください。

そばと野菜 鎌倉峰本 芳露庵 〈日本そばと創作和食〉 Tel.86-73133F

カリーセットをご注文されたお客様 

ソフトドリンク1杯サービス
〈アイスコーヒー・ウーロン茶・オレンジジュース・コカコーラ・
ファンタメロン・カルピス・カルピスソーダ〉
※オーダー時にご提示ください。

GARA 中海岸 〈インド料理・スパイス料理〉 Tel.53-78883F

お料理をご注文のお客様

ソフトドリンク1杯サービス
※会計時にご提示ください。

石焼ビビンパの店 李家 むっとり 〈石焼ビビンパ〉 Tel.38-31373F

梅 蘭 〈中華料理〉 Tel.86-73663F
お食事をされたお客様

ソフトドリンク（Sサイズ）1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。

平日限定
サービス

アフタヌーンティー・ティールーム 〈ティーカフェ〉 Tel.54-96701F
単品スイーツご注文のお客様

紅茶またはコーヒー1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。

平日限定
サービス

TOASTY'S 〈カフェ〉 Tel.53-87732F
フレンチトーストをご注文のお客様

ドリンク1杯サービス（コーヒー、紅茶、オレンジジュース）
※オーダー時にご提示ください。　※1品につき1枚ご利用可
※他の割引サービスとの併用不可

※他のサービス、割引との併用不可　※会計時にご提示ください。

ハウスオブローゼ リラクゼーションサロン 〈リラクゼーションサロン〉 Tel.38-24121F
全コースご利用の施術料金 5%OFF

サービス店舗

くらしテラス
SØHOLM CAFE 〈カフェ〉 Tel.38-21513F

お食事をご購入いただいたお客様 

コーヒーor紅茶1杯プレゼント
※オーダー時にご提示ください。お食事後のご提示は対応いたしかねます。
※他のサービスとの併用はできません。

BAKE CHEESE TART 〈洋菓子〉 Tel.90-34881F

タルト6個ご購入のお客様に
プレーンチーズタルト1個プレゼント
※お会計時にご提示ください。　※他サービスと併用不可
※各日、販売分がなくなり次第終了となります。

レストラン・カフェ
サンマルクカフェ 〈ベーカリーカフェ〉 Tel.38-24384F

商品をご購入されたお客様

お会計から10％OFF
※会計時にご提示ください。　※チケット1枚につき1回ご利用可能
※各種割引・クーポン併用不可

RENEWAL

ローストビーフの店 鎌倉山 〈ローストビーフ専門店〉 Tel.90-56073F
お食事をご注文のお客様

オレンジジュースorウーロン茶1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。

GARLIC JO’S 〈にんにく料理専門店〉 Tel.53-83154F

お食事をされたお客様 5％OFF
※会計時にご提示ください。

平日限定
サービス

ピュアネイル 〈ネイル〉 Tel.38-21343F

※要予約 ※指名不可
※ご予約状況によりご希望の日時でご案内できない場合もございます。
※ご予約時に半券使用をお伝えください。
※男性と女性ご同伴でのご来店サービスとなります。

男性の方

メンズネイルケア（ファイリング＋バフィング）
1,500円（税抜）→1,000円（税抜）
女性の方

甘皮お手入れコース（ファイリング＋甘皮ケア＋バフィング）
2,800円（税抜）→2,500円（税抜）

男女同伴ご来店限定サービス

里のうどん 〈うどん・丼〉 Tel.52-44003F

※オーダー時にご提示ください。
※その他サービスとの併用不可。

うどん、丼もの単品をご注文されたお客様

ドリンク一杯サービス平日限定
サービス

柿安 Meat Buffet 〈しゃぶしゃぶ＆ビュッフェ〉 Tel.90-44064F
お食事をされたお客様10%OFF
※会計時にご提示ください。
※半券1枚につき1グループ5名様まで利用可能。
※その他、クーポンや割引サービスとの併用不可

パスタをご注文頂いたお客様

コーヒーor紅茶（Rサイズのホット又はアイス）プレゼント
※オーダー時にご提示ください。　※パスタは10:00～22:30の販売となります。

プロント 〈カフェ・バー〉 Tel.38-18441F

カフェ・ライトフード

PanTra BY ERIC KAYSER 〈ベーカリー〉 Tel.86-76881F

店内商品ご購入のお客様

お会計から5%OFF
※会計時にご提示ください。

Ｕｒｔｈ Ｃａｆｆé 〈カフェ〉 Tel.47-20222F
パンケーキ、ワッフルをご注文のお客様に

オーガニックのコーヒーまたは
紅茶（ホットorアイス）を1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。

湘南ウエディングカウンター 〈結婚式場紹介〉 Tel.86-70824F
カウンター相談をされたお客様に
マタニティ・誕生日・七五三など
ファミリー&キッズ記念日フォトの撮影無料プレゼント
※カウンター相談に来店された時にご提示ください。
※提携フォトスタジオにて後日撮影となります。

越後 叶家 〈そばと地酒〉 Tel.30-50774F
そば半玉大盛無料
※オーダー時にご提示ください。　※チケット1枚につきお一人様のみ

RENEWAL

アフラック　よくわかる！ほけん案内 〈保険〉Tel.0120-867-1781F
ご相談されたお客様に
マスクケースまたはダック人形プレゼント
※相談終了時にご提示ください。

カラダファクトリー 〈整体・足裏・ストレッチサロン〉 Tel.86-71343F

初回3,980円（税別）にて整体・骨盤調整
※オーダー・会計時にご提示ください。

NEW

COM'S/i 〈ヘアサロン〉 Tel.38-21812F

※来店時にご提示ください。

初めてのご来店のお客様は

ALLメニュー20％OFFNEW

パスタ&ワイン 壁の穴 〈パスタ〉 Tel.53-73084F
お食事ご注文のお客様

ドルチェ1皿サービス
※オーダー時にご提示ください。

RENEWAL

ハンバーグをご注文されたお客様

チーズトッピングプレゼント
※オーダー時にご提示ください。

いしがまやハンバーグ 〈ハンバーグ〉 Tel.38-16164F

平日限定
サービス

RENEWAL

HONDA・AVEDA hair&spa 〈ヘアサロン〉 Tel.38-24101F

チャクラジャーニー＆ドライスパ（平日限定）
20分 3,300（税込）
※受付時にご提示ください。

平日限定
サービス

RENEWAL

お得！シネマ DE

CINEMA
TICKET
SERVICE

4F 109シネマズ湘南の当日映画チケット
　　ご提示で下記サービスが受けられます。半券

●109シネマズ湘南の当日ご利用映画チケット（または半券）に限ります。●映画鑑賞の前後、どちらでもご利
用頂けます。●映画チケット１枚につき、各店１回のみ有効となります。（チケット1枚で複数店舗のご利用可）
●他のサービス・割引との併用はできません。●記載内容およびサービス内容は、変更になる場合がございま
す。●前売券等お持ちの場合は、109シネマズにて指定席券とお引換え後、ご利用いただけます。

注意
事項

・・・今回新たな半券サービスの店舗NEW

2020年

2021年
12/1［火］
2/28［日］

▼

・・・今回半券サービス内容をリニューアルした店舗RENEWAL


